
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
 谷田川 敏幸会長 

 
 

皆さんこんにちは。本日も例会出席ありがとうござい

ます。 

今日は 9月 11 日です。アメリカの同時多発テロ事

件があった日です。早いもので 19 年もたちました。

私はその時家でテレビを見ていましたが、急に画面が

切り替わり、まるで映画か何かの特撮シーンなのかと

疑うような映像でした。犠牲者は約 3,000人、負傷者

は約 6,000人と大変悲惨な事件でした。今後このよう

な事が起こらなければ良いなと祈るばかりです。 

 今度の日曜日に、私やこのクラブにも所属している

方もおりますが、まちづくりを考える研究グループ、

通称「まち研」主催で落語会を行います。上野会員さ

んのご協力を得て立川吉幸師匠と立川小談志師匠を

お招きし、旧二業見番と旧秋元別邸の２会場で開催致

します。     

まち研では館林市の歴史的建造物を多くの方にそ

の価値を知っていただきたいと考えてこの企画を考

えました。 

 
旧二業見番組合事務所 

 

二業とは芸者さんの置屋と料亭のことで、見番はそれ

らの取次ぎや料金の精算、取り締まりをしたところで

す。１階は事務所、２階は芸者さんの稽古場であった

舞台付き３６畳の大広間があります。この二業見番は、

木造建築物として全国で数か所しか残っておらず、非

常に文化的価値が高い建物です。平成２８年に国の登

録有形文化財に指定されました。 

 

 
旧秋元別邸 

最後の館林藩主秋元家が別邸として所有していた建

物で、明治末期から大正初期に建てられたと考えられ

ています。主屋は木造平屋建て・瓦葺きの入母屋造り、

離れ座敷の洋館は昭和初期に東京の本邸から移築さ

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年９月１１日(金) 第３０４４回例会報告（Ｎｏ，９） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２０～２０２１度 

  ロータリーは機会の扉を開く  
第２８４０地区 ２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ 
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れたものです。和風建築と洋館の調和が美しい和洋折

衷の建物で、近代和風建築の様式を知る代表的な建物

です。 

お時間のある方は午後３時より開催致しますので、

いずれかの会場までお越し下さい。 

さて、本日の卓話の時間は、ボーイスカウト館林第

1 団 中村利光団委員長より講話をいただきます。先

日小暮団委員長から新しく団委員長になられたとご

挨拶にお越し下さいました。１時間を超える面会でし

たが、ボーイスカウトの事を熱く語られ、今後のロー

タリーのサポートも強くお願いされました。そんなこ

とがありましたので、でしたら例会にお越しいただき

卓話の時間に「思いを語って下さい」と言う事で、本

日を迎えることになりました。皆様、どうぞ宜しくお

願いします。 

 

―お 客 様―  
 

ボーイスカウト館林第 1団 

           団委員長 中村 利光様 

 
 

―会 員 ス ピ ー チ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 

 

テーマ「私について」 

磯野 哲也会員 

 
 

 

 

―本日の昼食― 

 
チキングリルと唐揚 

 

 

―会 務 報 告― 

 
谷田川 敏幸会長 
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Ｒ ２．９．５（土） 

野鳥の森園路除草       

於・東武トレジャーガーデン 

    参加者 飯塚一成・小堀良武・中世吉昭   

根岸利正・古川正道・山本 樹 

 

今後の予定 

 

Ｒ ２．９．１３（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ    

 於・前橋商工会議所会館 

 対象者 石川長司・関口 昇・本島克幸・中村研司 

Ｒ ２．９．１６（水） 

第６０回館林創意くふう作品展審査会   

                於・アゼリアホール 

        対象者 谷田川敏幸 

Ｒ ２．９．１８（金） 

メンター研修会             

 於・ジョイハウス 

 対象者 クラブ研修常任委員会メンバー・各メンター 

Ｒ ２．９．２６（土） 

米山カウンセラー研修会      

             於・前橋問屋センター会館 

        対象者 飯塚一成 

Ｒ ２．９．２６（土） 

米山研修セミナー          

 於・前橋問屋センター会館 

  対象者 谷田川敏幸・飯塚一成・渋澤 勉 

高木貞一郎 

Ｒ ２．９．２９（火） 

谷田川年度 第１回親睦ゴルフコンペ 

於・桃里カントリー倶楽部 

Ｒ ２．１０．１（木） 

第６０回館林創意くふう作品展表彰式  

                 於・アゼリアホール 

対象者 谷田川敏幸  

Ｒ ２．１０．３（土） 

第１９回ロータリー全国囲碁大会       

於・日本棋院本院 

Ｒ ２．１０．４（日） 

第２回ガバナー諮問委員会 

於・前橋問屋センター会館 

対象者 高木貞一郎・宮内敦夫     

  

Ｒ ２．１０．４（日） 

第４回ガバナー補佐・委員長合同会議 

於・前橋問屋センター会館 

対象者 宮内敦夫・小暮雅𠀋      

Ｒ ２．１０．１１（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ    

於・前橋問屋センター会館 

     対象者 石川長司・関口 昇・中村研司 

 

Ｒ ２．１０．１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問           

                於・ジョイハウス 

Ｒ ２．１０．１６（金） 

第３回クラブ協議会              

於・ジョイハウス 

  対象者 理事・役員・常任委員長・委員長 

地区役員（委員） 

Ｒ ２．１０．１８（日） 

地区大会記念ゴルフ大会  

於・サンコー７２カントリークラブ 

Ｒ ２．１０．２４（土）・２５（日） 

ＲＹＬＡ研修セミナー 【中止】 

Ｒ ２．１０．２８（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会  

於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 

Ｒ ２．１１．６（金） 

ガバナー公式訪問             

                於・ジョイハウス 

Ｒ ２．１１．６（金） 

第４回クラブ協議会             

於・ジョイハウス 

  対象者 理事・役員・常任委員長・委員長     

地区役員（委員） 

Ｒ ２．１１．７（土） 

ロータリー財団補助金管理セミナー     

於・前橋商工会議所 

  対象者 会長・会長エレクト・幹事        

ロータリー財団委員長・地区補助金担当者 

クラブ事務局員 

Ｒ ２．１１．２５（水） 

第４９回ロータリー研究会            

於・ＺＯＯＭ 

  対象者 パストガバナー・地区役員 

クラブ会長（第２部のみ） 

Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会             

於・台湾 台北 

 

―臨時理事会報告― 
幹事 本島 克幸 
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令和 2年 9月 11日ＡＭ１１：３０～ 
於：ジョイハウス 

１． 会 長 挨 拶 

 

２．出 席 者 確 認    

※義務出席者  １５人中 １２人出席 

出席者（敬省略） 

  谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

  瀬山欣春・小堀良武・新井 進・長柄 純・ 

毛塚 宏・中村研司・渋澤 勉・山本 樹 

  （オブザーバー）中世吉昭 

３. 資 料 確 認 

 

４. 協 議 事 項 

⑴ 第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦ゴルフ大会に関す

る件              －承認－ 

    クラブ負担金・会長賞はクラブ負担 

    インコンペとする 

 

⑵ 事務局コピー機に関する件                

－承認－ 

    購入する 

    機種については検討 

５. そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

・９／１８ メンター研修会について（約１時間） 

   ・暑い時期のジャンパーの着用は不適当。 

（野鳥の森清掃） 

 ベスト・Ｔシャツ・帽子等の作成を検討 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

令和２年 １０月 ２日（金）１１：００ ～    

於・ジョイハウス 

 

―幹 事 報 告― 

 
幹事 本島 克幸 

1.例会場・例会時間の変更 

 

◆館林西ＲＣ      

１０月１３日（火）→ 地区補助金事業 

「一輪車で体力づくりパートⅡ」実施 

点 鐘 １１：００～ 

会 場 長柄小学校 

 １０月２０日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

 １０月２７日（火）→ 早朝移動例会 

          点 鐘 ６：００ 

          会 場 神光寺 

◆安中ＲＣ        

９月１５日（火）→ Ｗｅｂ例会 

（Ｚｏｏｍミーティング） 

         点 鐘 １３：００ 

 ９月２２日（火）→ 休 会（秋分の日） 

 ９月２９日（火）→ 夜間合同例会（碓氷安中ＲＣ） 

         点 鐘 １９：００ 

         会 場 並木苑 

◆伊勢崎東ＲＣ     

新型コロナ影響による例会場の都合により、当面の間、

例会日・点鐘時間が下記の通り変更となります。 

【例会会場】伊勢崎プリオパレス 

【住  所】〒３７２－００１４   

伊勢崎市昭和町３８２７ 

  TEL ０２７０－２５－４１２２ 

【例会日時】毎週月曜日 → 毎週金曜日 

【点  鐘】１２時３０分 → １２時００分 

（１０月第２週目より） 

【事 務 局】伊勢崎プリオパレス内 

【住  所】伊勢崎市昭和町３８２７ 

TEL ０２７０－３０－３３４４ 

FAX ０２７０－３０－３３４５ 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①第２回ガバナー諮問委員会のご案内 

【日 時】１０月４日（日）  

１０：３０～１２：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

 ②第４回ガバナー補佐・委員長合同会議のご案内 

  【日 時】１０月４日（日）  

１３：００～１５：００ 

  【会 場】前橋問屋センター会館 

◆第４分区Ｂガバナー補佐 中山 勉 様 

２０２１－２２年度 

ガバナー補佐適任者推薦のお願い 

 当地区では地区リーダーシップ・プラン(DLP)の運

用に伴い、重要かつ多岐に亘る役割をガバナー補佐の

皆様に担って頂いておりますので、『ロータリー章典』

の選考基準に加え、下記の要件を満たされる方のご推

薦を頂くようお願い申し上げます。  

１．可能であれば、クラブ会長職を務めて 5年以内

位までの方(近年のロータリー全体の動向や地区

運営に理解のある方） 

２．電子メールによる通信、データのやり取りに困

難を感じない方。(ガバナー補佐の任務の遂行に

メールは欠かせません。) 

３．地区主催の RLIセミナーのコースを受講したこ

とのある方。 

◆太田西ＲＣ 

 第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦ゴルフ大会のご案内 

   【日  時】１０月２８日（水） 

   【会  場】つつじヶ丘カントリー倶楽部 

        足利市板倉町１５７０   

ＴＥＬ０２８４－６４－０００７ 
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   【受  付】７：２０～ ＊スタート８：００ 

   【参 加 費】お一人様 ３，０００円 

（チャリティー代１，０００円含む） 

        クラブ負担金 １０，０００円 

        会長賞     ５，０００円 

   【プレー費】１０，２８０円 

（キャディーなし、食事・１ドリンク付） 

    ※キャディー付ご希望の場合は申込先着順

６組までとさせていただきます。 

   【競技方法】新ペリア方式 

       ９ホールストロークプレー  

 ハーフコンペ（前半のスコアで集計） 

今回の団体戦は各クラブ上位３名の

合計といたします。 

   【申込締切り】９月２５日（金）まで 

 

◆館林商工会議所 

    「商工たてばやし №４４１」 

 

◆群馬県肢体不自由児協会 

「手足の不自由な子どもたちを守り育む運動」への 

協力のお願い 

お申し込みは、頒布品合計５口以上でお願いします。 

①「花の詩画クリアファイル」    １枚２００円 

②「ぐんまちゃんクリアファイル」  １枚２００円 

③「コラボＡセット」（クリアファイル３種）  

１セット５００円

※ぐんまちゃん・チーバくん・トッキッキ 

④「コラボＢセット」 

（クリアファイル３種・メモ帳・シール）  

セット１，０００円 

※①＋③＋ぐんまちゃんメモ帳＋チーバくんシール 

 

 

― 委員会報告 ―     

 

クラブ研修常任委員会 

新井 進常任委員長 

 

 9月 18日例会終了後に、メンター研修会を開催いた

します。参加して頂くのはメンターに選任されました

方とクラブ研修常任委員会のメンバーです。 

 それに先立ち先週、メンター制の設置について会長、

幹事、研修リーダーの方と打ち合わせ会を行いました。 

最終的には、新しく入会された方が気持ち良く、早く

ロータリーに馴染んで頂ける雰囲気を我々一人一人が

持つ事が、一番大事であるという事でございます。 
 もちろんメンターの方々には活動をお願いするわけ

ですが、それを全員でサポートし、皆さんと協力し合っ

ていこうと考えております。その為にはどの様にしてい

ったらいいか研修を行いますので、ご参加をお願いしま

す。 

 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 

            矢島 孝昭委員長 

 
 

例会出席報告 

     

通算３０４４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５３名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 67.92％ 

前前回修正 83.02%～83.02％ 

 

使用済切手寄贈 

 

原工業（株） 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変 

本日はボーイスカウト館林第 1 団、団委員長

中村利光氏をお迎えしての例会です。皆様宜し

くお願い致します。 
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☆石川 長司副会長      

ボーイスカウト館林第 1 団中村利光団委員長のご

来訪を歓迎いたします。 

 

☆本島 克幸幹事          

ボーイスカウト中村様 ご来訪ありがとうござい

ます。 
 

☆小暮 雅𠀋会員        大変 

 中村新団委員長、卓話ご苦労様です。 

これからも頑張って！ 

 

☆原 初次会員         大変大変 

 ボーイスカウト中村さんをお招き出来ましたこと、

又館林クラブはもちろん多くの会員皆様のご協賛を

頂いている事にボーイスカウト育成会を代表して感

謝申し上げます。 

 

☆山本 樹会員         

 メンター研修会でお世話になります。 

 

☆小堀 良武会員 

 先日、上毛新聞に芸術活動の記事が掲載されたので。 

 

☆根岸 利正会員           

 本日、ボーイスカウト館林第 1団委員長中村様に卓

話をして頂きます。よろしくお願いします。 

 

☆磯野 哲也会員 

 本日は、会員スピーチをさせて頂きます。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
ボーイスカウト館林第 1団 

団委員長 中村利光様 

 

 ボーイスカウト館林第 1団の第 11代目団委員長に

就任しました中村利光でございます。 

 平成 20年から長きに亘って団委員長を務められ、

数多くの実績を残されました小暮雅𠀋前団委員長に

は御礼を申し上げます。小暮前団委員長のスカウト活

動の中で発揮されました、持ち前の指導力、統率力を

今後のスカウティングに伝承していくように努めた

いと思います。 

 又、原初次育成会会長、及び育成会の皆様にも大変

お世話になっております。特に夏季のキャンプには慰

問に来て頂き、そしてスカウトに激励をして頂き非常

に有難く思っております。 

そして毎年ロータリークラブより補助金を頂きあ

りがとうございます。 

 今日はボーイスカウトの活動についてお話させて

頂きます。 

 ボーイスカウトは 1907 年イギリスで発祥しました。

少年たちの教育に大きな関心を持っていた創始者が

20人の少年を集めてキャンプを行いました。野外活

動と通じて少年たちが男らしさを身につけて、将来社

会に役立つ人間に成長することを願って行われまし

た。翌年「スカウティング・フォア・ボーイズ」とい

う本を出版しました。この本が共感を呼び世界中にボ

ーイスカウトが始まりました。 

 基本的には遊びを通じて実践体験をして身につけ

るというのが創立の願いです。 

 目的は青少年がその自発的活動により、自らの健康

を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を

体得し、かつ、誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主

義を把握し、実践できるように教育することです。 

 基本方針は、‟ちかい”と‟おきて”の実践を基盤とし、 

幼年期より青年期にわたる各年齢層に適応するよう

に、ビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカウ

ト、ベンチャースカウト、ローバースカウトと 5つに

分けた隊があります。青年リーダーがこれらの隊を引

率して、一貫したプログラムに基づいて活動を行って

います。 

 ボーイスカウト館林第 1団の組織についてお話し

します。まず育成会があり、育成会が団委員長を任命

します。そして団委員長が各隊長を選任します。 

館林第 1団には 4つの隊があります。 

ビーバースカウト隊は幼稚園児が中心で、「みんな

と仲良く遊ぶ」、「自然に親しむ」、「楽しみや喜びを分

かち合う」の３つを狙いにおいております。初めての

団体生活という事で我儘や身勝手な行動を抑制して、

仲間と一緒に行動することを指導します。 

カブスカウト隊は小学生が中心で仲間と遊びながら、

自分のことは自分で行い、自然や社会と触れ合う事で、

自立心や想像力を養っております。 

 ボーイスカウト隊は中学生が中心です。班制度という

事で、隊長からの命令・指示を遂行する為に、班長・次



 7 

長が協力して班員を統率して、実行するという事になっ

ております。各スカウトは自分の行いに対して、責務を

全うしなければならない事を覚えて努力するようにな

っております。又、奉仕の精神を持って、人の為に役に

立つということを教えております。集会において半分が

奉仕、半分が訓練という活動内容になっております。 

 ベンチャースカウト隊は高校生が中心です。技能・技

術は習得しているという判断で、スカウトは二人 1組に

なりまして、立案・計画・実行・反省の 4つのサイクル

を実施しております。その中で奉仕と部下の指導を行っ

ています。 

 各隊の年間活動プログラムを統括していますのが団

ということです。基本的には集会は月 3回開催し、年間

を通して様々な事業を行っております。夏季キャンプが

一番の集大成となっております。 

 奉仕活動は、成人式奉仕、花山清掃、花ガラ摘み、赤

い羽根共同募金などを毎年行っております。スカウト達

は奉仕の精神を持って対応しております。 

 ボーイスカウトは他の団体と違う点が 2 つあります。

1つは決められた制服を着ていること。もう 1つはスカ

ウト自身の努力によって与えられた記章を付けられる

ことです。ボーイスカウトでは進級があります。課題を

達成し進級することにより制服に進級記章を付けるこ

とが出来ます。これはスカウト自身の誉れであり名誉と

なります。 

 最後にボーイスカウトは青少年の育成団体であって、

指導者は無報酬で活動をしております。負担金は全て活

動費として活用しておりますので、ご理解を頂きたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―記 念 品 贈 呈― 

 
 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               

 お疲れ様でした。 
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     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 
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